
議案第 １４２ 号

令和２年度琴浦町一般会計補正予算（第９号）

令和２年度琴浦町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は「第１表 歳出

予算補正」による。



令和 ２ 年 １１ 月 ３０ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ２ 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 議会費 102,113 △259 101,854

１． 議会費 102,113 △259 101,854

２． 総務費 4,488,004 3,147 4,491,151

１． 総務管理費 4,317,644 3,535 4,321,179

２． 徴税費 101,265 △181 101,084

３． 戸籍住民登録費 56,804 △196 56,608

５． 統計調査費 10,836 △11 10,825

３． 民生費 3,243,339 △1,834 3,241,505

１． 社会福祉費 1,664,433 △267 1,664,166

２． 児童福祉費 1,367,628 △1,567 1,366,061

４． 衛生費 459,919 △188 459,731

１． 保健衛生費 222,377 △188 222,189

５． 農林水産業費 969,848 △53 969,795

１． 農業費 914,457 △50 914,407

２． 林業費 45,114 △3 45,111

６． 商工費 180,427 △372 180,055

１． 商工費 180,427 △372 180,055

７． 土木費 775,566 △437 775,129

１． 土木管理費 41,549 △123 41,426

２． 道路橋梁費 299,982 △23 299,959

４． 都市計画費 368,650 △173 368,477

５． 住宅費 59,685 △118 59,567

９． 教育費 924,105 △563 923,542

１． 教育総務費 158,323 △153 158,170

－　１　－

第 １ 表      歳  出　予  算  補  正



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

４． 社会教育費 324,634 △393 324,241

５． 保健体育費 163,457 △17 163,440

１３． 予備費 26,994 559 27,553

１． 予備費 26,994 559 27,553

歳               出               合               計 13,367,806 0 13,367,806

－　２　－



　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　出） 一　　　般　（単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 議会費 102,113 △259 101,854 △259

2. 総務費 4,488,004 3,147 4,491,151 3,147

3. 民生費 3,243,339 △1,834 3,241,505 △1,834

4. 衛生費 459,919 △188 459,731 △188

5. 農林水産業費 969,848 △53 969,795 △53

6. 商工費 180,427 △372 180,055 △372

7. 土木費 775,566 △437 775,129 △437

9. 教育費 924,105 △563 923,542 △563

13. 予備費 26,994 559 27,553 559

 歳     出     合     計 13,367,806 0 13,367,806

一 般 財 源

－　３　－



２．歳　出

（款） 1. 議会費  （項） 1. 議会費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 議会費 102,113 △259 101,854 △259 3. 職員手当等 △259 期末手当           △49

議員期末手当          △210

　計 102,113 △259 101,854 △259

（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費

1. 一般管理費 575,442 △375 575,067 △375 3. 職員手当等 △375 期末手当          △375

3. 財政管理費 966,767 4,000 970,767 4,000 24. 積立金 4,000 財政調整基金積立金          4,000

7. 企画費 214,704 △90 214,614 △90 3. 職員手当等 △90 期末手当           △90

12. 新型コロナ 2,292,358 0 2,292,358 12. 委託料 20,199 医療機関・介護施設職員等PCR任意        30,000
ウイルス感 検査委託料

染症対策費 図書館ＩＣタグ導入委託料        △9,801

17. 備品購入費 8,263 施設備品          8,263

18. 負担金、補 △28,462 コロナ後に向けた観光振興補助金        △1,154

助及び交付 琴浦町持続化交付金       △27,308

金

　計 4,317,644 3,535 4,321,179 3,535

（款） 2. 総務費  （項） 2. 徴税費

1. 税務総務費 71,785 △181 71,604 △181 3. 職員手当等 △181 期末手当          △181

　計 101,265 △181 101,084 △181

－　４　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 3. 戸籍住民登録費 一　　　般　（単位：千円）

1. 戸籍住民登 56,804 △196 56,608 △196 3. 職員手当等 △196 期末手当          △196

録費

　計 56,804 △196 56,608 △196

（款） 2. 総務費  （項） 5. 統計調査費

1. 統計調査費 10,836 △11 10,825 △11 3. 職員手当等 △11 期末手当           △11

　計 10,836 △11 10,825 △11

（款） 3. 民生費  （項） 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 152,187 △53 152,134 △53 3. 職員手当等 △28 期末手当           △28

務費

27. 繰出金 △25 国保（職員給与費等繰出）           △25

2. 社会福祉事 87,189 △157 87,032 △157 3. 職員手当等 △157 期末手当          △157

業費

10. 介護保険事 326,160 △46 326,114 △46 27. 繰出金 △46 介護保険（介護給付費等繰出）           △46

業費

11. 後期高齢者 339,390 △11 339,379 △11 3. 職員手当等 △11 期末手当           △11

医療費

　計 1,664,433 △267 1,664,166 △267

（款） 3. 民生費  （項） 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 923,897 △1,567 922,330 △1,567 3. 職員手当等 △1,567 期末手当        △1,567

務費

　計 1,367,628 △1,567 1,366,061 △1,567

－　５　－



（款） 4. 衛生費  （項） 1. 保健衛生費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 保健衛生総 76,819 △188 76,631 △188 3. 職員手当等 △188 期末手当          △188

務費

　計 222,377 △188 222,189 △188

（款） 5. 農林水産業費  （項） 1. 農業費

1. 農業委員会 41,748 △34 41,714 △34 3. 職員手当等 △34 期末手当           △34

費

2. 農業総務費 16,531 155 16,686 155 3. 職員手当等 155 期末手当            155

3. 農業振興費 190,746 △76 190,670 △76 3. 職員手当等 △76 期末手当           △76

5. 農地費 359,720 △63 359,657 △63 3. 職員手当等 △63 期末手当           △63

6. 地籍調査事 53,120 △32 53,088 △32 3. 職員手当等 △32 期末手当           △32

業費

　計 914,457 △50 914,407 △50

（款） 5. 農林水産業費  （項） 2. 林業費

1. 林業総務費 2,562 △3 2,559 △3 3. 職員手当等 △3 期末手当            △3

　計 45,114 △3 45,111 △3

（款） 6. 商工費  （項） 1. 商工費

1. 商工総務費 35,728 △372 35,356 △372 3. 職員手当等 △372 期末手当          △372

　計 180,427 △372 180,055 △372

－　６　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 1. 土木管理費 一　　　般　（単位：千円）

1. 土木総務費 41,549 △123 41,426 △123 3. 職員手当等 △123 期末手当          △123

　計 41,549 △123 41,426 △123

（款） 7. 土木費  （項） 2. 道路橋梁費

2. 道路新設改 231,330 △23 231,307 △23 3. 職員手当等 △23 期末手当           △23

良費

　計 299,982 △23 299,959 △23

（款） 7. 土木費  （項） 4. 都市計画費

3. 公共下水道 358,261 △173 358,088 △173 27. 繰出金 △173 下水道事業特別会計繰出金          △173

事業費

　計 368,650 △173 368,477 △173

（款） 7. 土木費  （項） 5. 住宅費

1. 住宅管理費 59,685 △118 59,567 △118 3. 職員手当等 △118 期末手当          △118

　計 59,685 △118 59,567 △118

（款） 9. 教育費  （項） 1. 教育総務費

2. 事務局費 156,522 △153 156,369 △153 3. 職員手当等 △153 期末手当          △153

　計 158,323 △153 158,170 △153

（款） 9. 教育費  （項） 4. 社会教育費

1. 社会教育総 69,110 △316 68,794 △316 3. 職員手当等 △316 期末手当          △316

務費

6. 図書館費 48,903 △22 48,881 △22 3. 職員手当等 △22 期末手当           △22

－　７　－



（款） 9. 教育費    （項） 4. 社会教育費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

8. 人権・同和 23,794 △55 23,739 △55 3. 職員手当等 △55 期末手当           △55

教育費

　計 324,634 △393 324,241 △393

（款） 9. 教育費  （項） 5. 保健体育費

1. 保健体育総 7,623 △17 7,606 △17 3. 職員手当等 △17 期末手当           △17

務費

　計 163,457 △17 163,440 △17

（款） 13. 予備費  （項） 1. 予備費

1. 予備費 26,994 559 27,553 559 559

　計 26,994 559 27,553 559

－　８　－

節

一般財源


